
お知らせ 日やけ止めリニューアル発売！！

エコーレア楽天市場店

エコーレアオンラインショップ https://www.ecorea-shop.jp/ お得な情報満載のメルマガにぜひご登録ください！

FAXからのご注文の方 03-5959-4883
【受付時間 ９：００～１８：００】 ※土日・祝日は営業していません。 

新型コロナウイルスの影響などにより、受付時間を変更する場合やお届けに遅れが生じる場合があります。

エコーレア

https://www.rakuten.co.jp/ecorea2010/

楽天市場店

この情報と別のキャンペーンを実施しています！

※専用注文用紙をご使用ください。

0120-255-988お客様窓口ご注文・
お問い合わせは

こちら

通話無料

キャンペーン期間

500g
すっきり
酸素系漂白剤
注文番号： 3311

特別
価格 396円（税込）
通常価格　　440円（税込）

注文番号： 3116

特別
価格 178円（税込）
通常価格　　198円（税込）

400g
すっきり
クリームクレンザー
注文番号： 3361

特別
価格 297円（税込）
通常価格　　330円（税込）

400g

漂白・除菌・消臭 石けん配合クレンザー
キッチン：カップ・湯呑の漂白に。
まな板・食器の除菌に。
布巾・おしぼりの汚れに。

キッチン：流し台・調理台の汚れや
鍋・フライパンの焦げ付きに。

無香料

無香料

「肌にやさしい日やけ止め」
新しくなった

春の紫外線に

潤いと透明感を与える美容液

あの大人気！「新・肌にやさしい日やけ止め」がリニューアル。
肌へのやさしさはそのままに、UV効果と
スキンケア効果がアップしました。
化粧下地にも使えて、石けんで落とせます。

ここが新しくなりました！

スキンケア効果アップ　  …２種のバラエキスで潤いキープ

ビタミンC誘導体（リン酸アスコルビルＭｇ）と
ヒアルロン酸で保湿・整肌ケア。

    使いやすさアップ　　  …におい低減し、キレイな色が続く

紫外線防止効果アップ　…SPF24⇒SPF28

肌へのやさしさはそのまま
無香料、紫外線吸収剤不使用、ノンシリコン、
パラベン・フェノキシエタノール無添加

あの大人気！「新・肌にやさしい日やけ止め」がリニューアル。あの大人気！「新・肌にやさしい日やけ止め」がリニューアル。あの大人気！「新・肌にやさしい日やけ止め」がリニューアル。あの大人気！「新・肌にやさしい日やけ止め」がリニューアル。あの大人気！「新・肌にやさしい日やけ止め」がリニューアル。あの大人気！「新・肌にやさしい日やけ止め」がリニューアル。あの大人気！「新・肌にやさしい日やけ止め」がリニューアル。あの大人気！「新・肌にやさしい日やけ止め」がリニューアル。あの大人気！「新・肌にやさしい日やけ止め」がリニューアル。あの大人気！「新・肌にやさしい日やけ止め」がリニューアル。あの大人気！「新・肌にやさしい日やけ止め」がリニューアル。あの大人気！「新・肌にやさしい日やけ止め」がリニューアル。あの大人気！「新・肌にやさしい日やけ止め」がリニューアル。あの大人気！「新・肌にやさしい日やけ止め」がリニューアル。あの大人気！「新・肌にやさしい日やけ止め」がリニューアル。あの大人気！「新・肌にやさしい日やけ止め」がリニューアル。あの大人気！「新・肌にやさしい日やけ止め」がリニューアル。あの大人気！「新・肌にやさしい日やけ止め」がリニューアル。あの大人気！「新・肌にやさしい日やけ止め」がリニューアル。あの大人気！「新・肌にやさしい日やけ止め」がリニューアル。あの大人気！「新・肌にやさしい日やけ止め」がリニューアル。あの大人気！「新・肌にやさしい日やけ止め」がリニューアル。あの大人気！「新・肌にやさしい日やけ止め」がリニューアル。あの大人気！「新・肌にやさしい日やけ止め」がリニューアル。あの大人気！「新・肌にやさしい日やけ止め」がリニューアル。あの大人気！「新・肌にやさしい日やけ止め」がリニューアル。あの大人気！「新・肌にやさしい日やけ止め」がリニューアル。あの大人気！「新・肌にやさしい日やけ止め」がリニューアル。あの大人気！「新・肌にやさしい日やけ止め」がリニューアル。あの大人気！「新・肌にやさしい日やけ止め」がリニューアル。あの大人気！「新・肌にやさしい日やけ止め」がリニューアル。あの大人気！「新・肌にやさしい日やけ止め」がリニューアル。あの大人気！「新・肌にやさしい日やけ止め」がリニューアル。あの大人気！「新・肌にやさしい日やけ止め」がリニューアル。あの大人気！「新・肌にやさしい日やけ止め」がリニューアル。あの大人気！「新・肌にやさしい日やけ止め」がリニューアル。

リニューアル前

リニューアル前

60mlＶＣブライト美容液
注文番号： 1471

特別
価格 4,455円（税込）
通常価格　4,950円（税込）

春夏におすすめ長時間の外出やスポーツには

汗で落ちにくいクリームタイプ

リニューアル前
パッケージが
新しくなりました。

2021    3   1        9:00 3  ～  　月年  　月    日（月）

感染対策に！お試しキャンペーン

※詰替用もあります。※詰替用もあります。

外出後の手洗いに便利な泡タイプ。
植物石けん使用の自然派。

ラベンダー
の香り

300ml
しっとりハンドソープ
本体500ml

 除菌用
アルコールスプレー

菌・ウイルス対策に。
サトウキビ原料使用。

注文番号： 3291

特別
価格 554円（税込）
通常価格　　616円（税込）

注文番号： 3501

特別
価格 831円（税込）
通常価格　　924円（税込）

うるおい 
台所用せっけん 

粉末タイプのアルカリ洗浄剤。
食器をキレイに洗い上げます。

280ml

無香料

無香料

柑橘系
の
香り

パッと洗えて、すすぎ簡単。
無香料です。

デリケートな手肌に

500g

280ml

食洗機も自然派で

パッと洗えて、すすぎ簡単。
心地よい香りです。

人気の台所石けん

290ml

注文番号： 3351

特別
価格 475円（税込）
通常価格　　528円（税込）

注文番号： 3111

特別
価格 297円（税込）
通常価格　　330円（税込）

しっとり 
台所用せっけん 290ml
注文番号： 3211

特別
価格 297円（税込）
通常価格　　330円（税込）

すっきり
食器洗い機
専用洗浄剤

注文番号： 3216

特別
価格 178円（税込）
通常価格　　198円（税込）

280ml詰替用

30g

炊事の後にはハンドクリーム
潤いを与えて手荒れを防ぎ、キメを整えます。
料理中も気にならない無香料。ノンシリコンな
のにさらりとした使い心地で家事やスマホ操
作にもベタつきません。

注文番号： 1671

特別
価格 594円（税込）
通常価格　660円（税込）

ハンドクリーム 50g

デリケートな手肌に人気の台所石けん

キ ン です ！キ ン です ！

泡立ちがよく、食器がキレイに。
水切れもよく、清潔に保てて長持ちします。
適当なサイズに切って使えます。

食器洗い用スポンジ
注文番号： 3530

会員
価格 168円（税込）
通常価格　　176円（税込）

※特別価格ではありません。

使いやすくて長持ちのスポンジ

詰替用

お試しください！

大人気！

31 16:00日（水）

“WB化粧石けん”
プレゼント！

１個“WB化粧石けん”
プレゼント！

１個

６千円以上のお買い上げで

※プレゼントはお一人様につき１回限りです。
※数に限りがあり、無くなり次第終了します。



注文番号： 1621

特別
価格 2,277円（税込）
通常価格　2,530円（税込）

するんと落ちる
クレンジング

肌に負担をかけずにメイクオフしたい
乾燥を感じることがある
敏感肌

時短派
固形石けんが好きだけど
泡立てが面倒

WBクレンジングオイル 150ml
注文番号： 1251

特別
価格 1,683円（税込）
通常価格　1,870円（税込）

150ml
肌にやさしい
泡石けん

注文番号： 1341

特別
価格 2,821円（税込）
通常価格　3,135円（税込）

150mlWBローションM

肌に負担をかけずにメイクオフしたい

150ml

乾燥を感じることがある
化粧水でケアしたい
しっかり潤したい

しっとり潤う
高保湿ローション

素肌美を育むスキンケア３点がお得です！
春の肌は敏感になりがち。エコーレアの肌にやさしい化粧品がおすすめです。

肌の大切な潤いを守り、すこやかに整えます。

2021年3月 1日 （月）9:00～ 3月31日（水）16：00キャンペーン期間

注文番号： 3821

特別
価格 1,039円（税込）
通常価格　1,155円（税込）

プッシュするだけで
もこもこ泡

洗い上がりすっきり

人気です！
白 黒白茶

同色・同サイズ３枚組エコーレア洗えるマスク
Ｍ（普通）
Ｍ（普通）
Ｍ（普通）　
Ｓ（小さめ）
Ｓ（小さめ）　

注文番号： 1898
注文番号： 1899
注文番号： 1903
注文番号： 1897
注文番号： 1902

白
黒
白茶
白
白茶

化粧品会社ならではの肌にやさしい
快適なつけ心地。紫外線カット効果も。
こだわりのニット素地。日本製です。

日本製

会員
価格 1,257円（税込）
通常価格　1,320円（税込）

※特別価格ではありません。

メイクが付い
ても

目立たない白
茶

楽天市場店

限定色あります。
↓↓↓

明るい印象のオレンジ

自宅で染められる植物原料の
白髪染め「ヘナ」ヘナは古来よりインドで親しまれてきた植物。カラーリング効果が注目されています。

はじめての方にはブラウンがおすすめです。

オーガニック原料100％

黒髪に馴染むインディゴ自然なダークブラウン
「ヘナの使い方」を

クリック！

トリートメント効果 トリートメント効果

白髪をオレンジに。
白髪が少なめ、髪色を明るく仕上げたい方におすすめ。

白髪を青みがかった色に。
白髪が少なめで黒髪に近づけたい方、ヘナの色調整に。

白髪を落ち着いたブラウンに。
はじめてのヘナ染め、白髪が多めの方におすすめ。

明るい印象のオレンジ

～髪と地肌を美しく～

地肌をスッキリ、髪をやさしく洗い上げます。
はじめての方にも使いやすいアイテムです。

高コスパの大容量。
シャンプーはリッチな泡。
リンスはホホバオイル配合で髪なめらか。

ロングセラー
人気No.1

ウィルケア ホホバリンス
700ml本体 550ml詰替用

ハーブ
の香り

石けんシャンプーで
毎日を気持ちよく

550ml詰替用700ml本体
ウィルケア せっけんシャンプー

注文番号： 3826

特別
価格 732円（税込）
通常価格　814円（税込）

注文番号： 3816

特別
価格 544円（税込）
通常価格　605円（税込）

注文番号： 3811

特別
価格 891円（税込）
通常価格　990円（税込）

※ご使用前にパッチテストを行ってください。※白髪の部分が染まるため、黒髪の部分にほとんど変化はありません。ブラウンは染毛直後、緑色系に発色することがありますが、数日で色が落ち着きます。

100gヘナ　オレンジ
注文番号： 1841

特別
価格 1,980円（税込）
通常価格　2,200円（税込）

100gインディゴ
注文番号： 1845

特別
価格 1,980円（税込）
通常価格　2,200円（税込）

100gブラウン
注文番号： 1847

特別
価格 2,029円（税込）
通常価格　2,255円（税込）

うるおい化粧せっけん 100g

無香料
フローラル
の香り

浴用石けんに、手洗いにも。

手の爪の間までキレイに洗える!
赤ちゃんやお子様にも。保湿成分配合でしっとり。

やっぱり固形石けんで

自然派ボディソープ10％オフ！
ボディソープはやっぱり石けんで。デリケートな肌に使うものだから、合成界面活性剤・防腐剤無添加。

洗ってスッキリ！ライフスタイル、お悩み、香りなどでお選びください。

注文番号： 3151

特別
価格 118円（税込）
通常価格　132円（税込）

しっとり化粧せっけん 100g

注文番号： 3251

特別
価格 178円（税込）
通常価格　198円（税込）

やっぱり固形石けんで

本体
しっとりボディソープ

500ml

詰替用 450ml

グリーン
フローラル
の香り

洗い流すニオイケア 家族で使いたい！
男女、世代を問わず使える
人気のファミリータイプ。

グリーン
フローラル
の香り

フローラル
の香り

人気の固形石けん。 使いやすい液体ソープ。
頭髪から足裏まで一気に洗える！

注文番号： 3281

特別
価格 891円（税込）
通常価格　990円（税込）華麗な石けん 80g

注文番号： 1261

特別
価格 811円（税込）
通常価格　902円（税込）

注文番号： 3286

特別
価格 594円（税込）
通常価格　660円（税込）

注文番号： 1281

特別
価格 1,633円（税込）
通常価格　1,815円（税込）

華麗なボディソープ 250ml

気になるニオイを抑えるには、体の汚れや雑菌を落とすことが大切。
華麗なシリーズはニオイ汚れをキャッチする成分を配合した、
ニオイケアができる石けん＆ボディソープ。
毎日のバスタイムにおすすめです。

手の爪の間までキレイに洗える!手の爪の間までキレイに洗える!

トレピカブラシ＋あわぷく化粧せっけん

注文番号： 4350

会員
価格 1,100円（税込）
※特別価格ではありません。

トレピカセット

電話注文限定品

酸素と石けんのチカラで
洗濯槽に潜む黒カビを
根こそぎキレイに。

集計期間
2020年4月～11月

ピ
カ
ピ
カ
！

500g×2
 すっきり 
洗濯槽クリーナー 
注文番号： 3340

会員
価格 943円（税込）
通常価格　　990円（税込）

※特別価格ではありません。




